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登米市教育委員会会議録 

会議の名称 平成２０年第２回登米市教育委員会２月定例会議 

平成２０年２月７日（木） 

午後２時１１分 開会 

開催日時 

午後４時１２分 閉会 

開催場所 登米市中田庁舎 教育長室 

委員長氏名 教育委員長 門田史郎 

教育委員長 門田史郎 

教育委員長職務代行者 久保泰宏 

教育委員 橘智法 

教育委員 猪股恭子 

出席委員氏名 

教育長 佐藤壽昭 

欠席委員 なし 

傍聴者 なし 

教育次長（学校教育担当） 島尾清次 

教育次長（社会教育担当） 後藤建一 

学校教育課長 加藤敬一 

生涯学習課長 北條敏夫 

体育振興課長 鈴木均 

参事兼教育総務課長 大瀧敬 

事務局職員氏名 

活き生き学校支援室長兼 

副参事（主任指導主事） 
金信哉 

書記 教育総務課 課長補佐兼総務係長 伊藤隆敏 

報告第１号 一般事務報告について 

議案第１号 登米市教育環境適正化検討委員会設置要綱の廃止について 

議案第２号 
登米市立学校の管理に関する規則の一部を改正する規則に 

ついて 

議案第３号 
平成１９年度登米市一般会計補正予算（第７号）に対する 

意見聴取について 

議題 

議案第４号 
平成２０年度登米市一般会計当初予算に対する意見聴取に 

ついて 

報告第１号 承認 

議案第１号 決定 

議案第２号 決定 

議案第３号 決定 

会議結果 

議案第４号 決定
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議題･ 

発言･ 

結果 

門田委員長 

門田委員長 

大瀧参事兼 

総務課長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

佐藤教育長 

門田委員長 

門田委員長 

開会（午後２時１１分） 

教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を 

開く旨を告げる。 

前回会議録の承認を求めます。 

（前回の会議録を朗読） 

前回会議録の朗読が終わりました。この内容についてご異議あ 

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、朗読のとおり承認することとします。 

会議録署名委員の指名を行います。 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

ご異議がないですので、１番久保委員、３番猪股委員にお願い 

します。 

日程第１、報告第１号「一般事務報告について」を上程します。 

「教育長の一般事務報告について」教育長から報告させます。 

（一般事務報告について、平成２０年１月１５日から２月７日 

までの会議・行事出席状況を別紙資料に基づき報告する） 

教育長の一般事務報告が終わりました。この件についてご質問 

ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご質問がないようですので、日程第１、報告第１号「一般事務 

報告について」は、報告のとおり承認することにご異議ありませ 

んか。
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門田委員長 

門田委員長 

佐藤教育長 

佐藤教育長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

佐藤教育長 

佐藤教育長 

門田委員長 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議がないようですので、日程第１、報告第１号「一般事務 

報告について」は、報告のとおり承認することとします。 

日程第２、議案第１号「登米市教育環境適正化検討委員会設置 

要綱の廃止について」を上程します。 

説明を求めます。 

（議案を朗読） 

（議案内容を説明） 

説明が終わりました。議案第１号「登米市教育環境適正化検討 

委員会設置要綱の廃止について」についてご質問ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、議案第１号「登米市教育環境適正化 

検討委員会設置要綱の廃止について」については、原案のとおり 

決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、日程第２、議案第１号「登米市教育 

環境適正化検討委員会設置要綱の廃止について」については、原 

案のとおり決定することとします。 

日程第３、議案第２号「登米市立学校の管理に関する規則の一 

部を改正する規則について」を上程します。 

説明を求めます。 

（議案を朗読） 

（議案内容を説明） 

説明が終わりました。議案第２号「登米市立学校の管理に関す 

る規則の一部を改正する規則について」についてご質問ありませ 

んか。
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門田委員長 

門田委員長 

橘委員 

佐藤教育長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

佐藤教育長 

各担当課長 

門田委員長 

久保委員 

暫時休憩します。 

（午後２時２４分から午後２時２７分まで休憩） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから予想される授業時数増に対応するほか、どのような目 

的がありますか。 

開校記念日は、一般的には授業をしています。 

ほかに質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、議案第２号「登米市立学校の管理に 

関する規則の一部を改正する規則について」については、原案の 

とおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、日程第３、議案第２号「登米市立学 

校の管理に関する規則の一部を改正する規則について」について 

は、原案のとおり決定することとします。 

日程第４、議案第３号「平成１９年度登米市一般会計補正予算 

（第７号）に対する意見聴取について」を上程します。 

説明を求めます。 

（議案を朗読） 

（「事業別内訳」を説明） 

説明が終わりました。議案第３号「平成１９年度登米市一般会 

計補正予算（第７号）に対する意見聴取について」についてご質 

問ありませんか。 

善王寺コミュニティセンターの施設管理業務委託が一括委託す



5 

北條生涯学 

習課長 

後藤教育次 

長

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

佐藤教育長 

各担当課長 

門田委員長 

ることにより、１００万もの金額が減になっているようですが、 

これほどの減額とはどういうことなのでしょうか。 

これまで各公民館では、随意契約で行ってきました。 

しかしこれでは競争の原理が働いていないため、まとめて競争 

入札した結果、このようになったわけです。 

社会教育施設のみならず、保健福祉施設などでも同じような状 

況が発生しています。 

ほかに質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、議案第３号「平成１９年度登米市一 

般会計補正予算（第７号）に対する意見聴取について」について 

は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、日程第４、議案第３号「平成１９年 

度登米市一般会計補正予算（第７号）に対する意見聴取について」 

については、原案のとおり決定することとします。 

暫時休憩します。 

（午後２時４６分から午後３時００分まで休憩） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第５、議案第４号「平成２０年度登米市一般会計当初予算 

（案）に対する意見聴取について」を上程します。 

説明を求めます。 

（議案を朗読） 

（「主要事業一覧」、「事業別内訳」を説明） 

閉校する学校の維持管理のため、管理人などを置き、利活用し



6 

大瀧教育総 

務課長 

久保委員 

金活き生き 

学校支援室 

長

久保委員 

北條生涯学 

習課長 

猪股委員 

北條生涯学 

習課長 

橘委員 

鈴木体育振 

興課長 

橘委員 

鈴木体育振 

興課長 

ていくのですか。 

基本的な維持費は予算計上しています。 

管理は、２か月程度は残務整理なども想定されますが、その後 

は教育総務課施設係で管理していきます。 

なお体育館は、社会教育施設としての開放施設とします。 

教育振興費に、新体力テスト手数料とありますが、説明をお願 

いします。 

県で体力テストの測定は全児童を対象とすることになりまし 

た。その処理の委託料です。 

公民館の傷害保険は、昨年度と変わりありませんか。 

また、公民館に使用に関しては、昨年から使用料を徴収してい 

ますが、全て計上していますか。 

傷害保険は昨年度同様の内容としています。 

また使用料の歳入は、１９年度よりも落ちています。 

教育資料館前道路拡張補償に伴う樹木移転委託料があります 

が、伐採だけではないのですか。 

松や桜など、移植できるものはできるだけ移すように計画して 

います。 

総合型スポーツ振興をしていく団体は、どういう範囲を計画し 

ていますか。 

中田、石越、豊里、南方のクラブに対しては、活動支援を行っ 

ていきます。 

また、迫地区でも設立に向けて調整中であり、その準備金を計 

画しています。 

他の地域の動きをお知らせください。 

米山では、今年中に設立準備委員会を作る予定です。 

津山町と登米町は、地域一緒に準備委員会を作る動きがありま
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久保委員 

北條生涯学 

習課長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

門田委員長 

す。 

東和町は、米川、米谷、錦織３地区別に体育協会が活動してい 

るため、総合型ではなく、生涯スポーツの推進役を体育協会が担 

う方向で進んでいます。 

中田生涯学習センター管理費に、企画展に係る旅費等が計上さ 

れていますが、内容をお願いします。 

企画展は、佐藤達先生を招いて行わなければならないため、フ 

ランスの往復の費用を見込んでいます。 

ほかに質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、議案第４号「平成２０年度登米市一 

般会計当初予算（案）に対する意見聴取について」については、 

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、日程第５、議案第４号「平成２０年 

度登米市一般会計当初予算（案）に対する意見聴取について」に 

ついては、原案のとおり決定することとします。 

次回の会議の日程は、３月１７日（月）午後２時から、また臨 

時会議を２月１８日（月）午後２時から、それぞれ教育長室で行 

うことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、３月１７日（月）午後２時から、ま 

た臨時会議を２月１８日（月）午後２時から、それぞれ教育長室 

で行うことに決定することとします。 

閉会（午後４時１２分）


